
2020年度同窓会活動について

事務局からのお知
らせ

　　　　　　
　　　　　Notice from the Secretariat

同窓会ホームページをご覧ください。
TEL：078-974-5485　 E-mail：info@kobegakuin.com　 URL：https://www.kobegakuin.com/

「翠陵」やホームページに掲載する内容をお待ちしています。　情報を同窓会事務局までお寄せください。

●母校を訪問したいときは、同窓会事務局まで事前にお問い合わせください。
●住所・氏名に変更があったときは、事務局までお知らせください。
●同窓生の住所・氏名などの個人情報は同窓会からの事務連絡にのみ使用させていただきます。
●2019年9月より同窓会事務局はポートアイランド第2キャンパス内に移転しています。
 T E L：078-974-5485（直通）　FAX：078-974-5904　E-mail：info@kobegakuin.com

●大学や同窓会を騙る不審な電話にご注意ください。
同窓会事務局

突然のコロナ禍により、2020年度は予定していた活動に大幅な変更・中止を余儀なくされました。
2021年度も状況を見て、参加者の安全確保を第一に検討してまいります。
1日も早く以前の同窓会活動が再開できるよう本部としても全力を尽くしてまいります。
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今こそ繋がろう、未来へ繋げよう！
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退任のご挨拶
神戸学院大学同窓会 前会長（第5代） 木村 誠
就任のご挨拶
神戸学院大学同窓会 会長（第6代） 桑原 理哲
学長あいさつ
神戸学院大学 学長 佐藤 雅美
ボランティア活動支援室レポート　
コロナ禍における学生ボランティア
小説創作研究会うぐいす 活動紹介
こんにちは 神戸学院大学新聞会です
同窓生NOW！
有限会社アートライフ
代表取締役 岡田 神一さん（1987年・法学部卒）
コロナ禍での大学の取り組み 学生活動紹介
同窓生のお店紹介
若手起業家応援！
アスライフ＆パートナーズ株式会社
代表取締役 平野 良賢さん（2014年・法学部卒）
2020年度秋季グリーンフェスティバル開催
神戸学院大学吹奏楽部第44回定期演奏会開催
同窓会支部だより
神戸学院INFORMATION 
―神戸学院大学からのお知らせ―
2021年度事業計画
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退任のご挨拶

同窓会会員の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお
喜び申し上げます。
私は令和2年10月24日開催の常任幹事会をもって、会長職
を退任いたしました。本来であれば7月の総会終了時点で退任
予定でしたが、本年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため幹事会、本部総会とも書面での決議となり、その精査等で3
か月ほど遅れての退任となりました。この3期6年間の任期中で
は幹事の皆様は勿論のこと、各支部や登録団体の皆様、また全
国の会員の皆様から多大なるご支援とご協力をいただきました
ことに対し衷心より感謝と御礼を申し上げます。
在任中は会員相互の親睦を図ること、並びに母校の発展に寄
与するため、微力ながら誠実に協調性をもって、務めて参りまし
た。その中で佐藤学長を始め、各学部の先生方や大学職員の皆
様の同窓会へのご理解やご協力がとても大きかったことを本当
に有難く思っています。ここに改めて感謝を申し上げる次第で
す。
今後、桑原理哲新会長をリーダーとする新体制では「会員
ニーズと時代にマッチした魅力的なネットワークを構築できる
同窓会運営を目指す」とお聞きしています。どうか、これまでに
も増して、皆様のご理解とご協力をなにとぞよろしくお願い申し
上げます。
終わりに同窓生の皆様の益々のご活躍、そして母校神戸学院
大学の発展を心よりお祈り申し上げ、簡単ではありますが退任
の挨拶とさせて頂きます。

木村　誠
神戸学院大学同窓会

前会長
（第5代）
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会員ニーズと時代にマッチした魅力的なネットワーク

同窓生の皆様におかれましては益々ご活躍のこととお喜び申
し上げます。
令和2年10月に木村誠前会長任期満了に伴う改選により、第
6代同窓会会長に選任され就任致しました桑原理哲（くわはらよ
しあき、1985年・法学部卒）です。
同窓会会長を仰せつかり、大変光栄に存じます。昨年はコロ
ナ禍で、大学では卒業式・入学式が中止となり、同窓会行事も中
止が相次ぐなど諸事多難な時期に会長を拝命することとなり、
これまで諸先輩が築かれてきた伝統の重みを考えますと、その
重責に身の引き締まる思いでございます。
1976年（昭和51年）に設立された神戸学院大学同窓会は「会
員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与する」という目
的のもと、昭和の時代に設立され、平成の時代に基盤を築き、令
和の現在に至るまで、その時代時代のOB・OGの努力に支えら
れ活動が続けられております。
設立45年の現時点で本同窓会は、8万5千人超の会員数を誇

る大規模な組織になっており、会員の皆様は幅広い分野で活躍
され、グローバル経済の担い手として、重要な役割を果たされ
ています。
神戸学院大学は現在10学部1万1000人余りの学生を擁す

る神戸市内で最大規模の総合大学となっています。しかしなが
ら少子高齢化の時代を迎え、18歳人口が減少の一途をたどる
中、大学は厳しい競争社会の中に身を置かれており、このような
時代の中で母校がこれからも輝き続ける存在であるよう、物心
両面で協力できる同窓会として母校の発展に尽くすこと、それ
が私の初心です。

神戸学院大学同窓会は全国に20支部あり、支部活動を基盤
に支部総会・本部総会等の各種会議体、広報・事業・組織・財務等
の委員会組織、登録団体と合わせ、大きなネットワークを形成し
ています。
日本に大学が設立されて約140年、多くの大学同窓会が会員
数の減少に悩む中、本同窓会は老・壮・青のバランスがとれた組
織であり、この多様性の強みは今後も維持・発揮して参ります。
会長就任にあたり、これまでの基盤を大切にしつつ、卒業生
一人ひとりがこれまで以上に同窓会活動に関心を持ち、若い卒
業生をはじめ各世代の方々に主体的かつ積極的に参加してい
ただける「会員ニーズと時代にマッチした魅力的なネットワー
ク」を構築できるよう努力する所存です。
本同窓会は近い将来10万人を超える大組織に成長すると見
込まれており、社会的な信用・ガバナンスにも配慮した組織体制
を構築する必要があります。同時にポストコロナの新しい社会
を見据え、組織拡大も視野に入れたデジタル化を促進し、会員
相互のコミュニケーションを図りたいと考えております。
今後も新役員一同、心を一つにして、時代の変化に対処でき

る改革を進め、強い絆で母校を支援し、より一層、緊密な協力関
係を構築できるよう、全力を尽くし職責を果たす所存でありま
すので、会員皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
最後となりましたが重責を担ってこられました木村前会長を

はじめ前役員の皆様のご尽力に厚くお礼を申し上げ、私の就任
の挨拶とさせて頂きます。

桑原理哲
神戸学院大学同窓会

会　長
（第6代）

出　身　地 広島県広島市
血　液　型 O型
趣　　　味 ウォーキング、ゴルフ、テニス
好きな言葉 好きこそ物の上手なれ
職　　　業 東洋証券株式会社 代表取締役社長

プロフィール
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コロナ禍 の中での同 窓 会 会 長 の 交 代に寄 せて

学長あいさつ

同窓会の皆様には、日頃より大学および現役学生に対してさ
まざまなご支援、ご協力をいただいており、心より感謝を申し上
げます。
2020年度は未曽有の災害ともいえるコロナ禍の影響によっ

て、従来の常識・日常が変化せざるを得ない状況となりました。
そのような中、同窓会の会長が木村誠様から桑原理哲様に交代
されました。
木村前会長には私が副学長在職中からの6年間、大変お世話

になりました。学長に就任してからは毎月のようにキャンパスで
お会いすることになり、時期によってはイベントや会議のために
毎週のように遠方から足を運んでいただきました。木村前会長
の下では、両キャンパスでの同窓会連携講座の開講が実現し、
現役学生の就職支援として「社会人へのステップアップ・セミ
ナー」を毎年工夫しながら継続していただきました。また、大学
創立50周年に際して、記念モニュメント「翠波」をポートアイラ
ンドキャンパスに寄贈していただき、大学関連グッズの企画・販
売も展開されました。さらに、課外活動、大学祭、ボランティア活
動などへのご支援を通じて、現役学生・保護者や大学構成員に
とって同窓会の存在をより身近にしていただきましたことには、
大変感謝をしております。木村前会長のご尽力によって、大学と
同窓会との協力関係は大きく進展したと感じています。
桑原新会長とは以前から同窓会の行事などでお会いする機
会が何度もありましたが、9万人に迫る会員を擁する神戸学院
大学同窓会の新しい顔にふさわしい方であると確信しておりま
す。桑原新会長が掲げられた「会員ニーズと時代にマッチした魅
力的なネットワーク」というポリシーの下、若い世代の会員や現
役学生にとってさらに身近に感じられるような同窓会運営を展
開していただければと期待しております。大学といたしまして
も、新体制の同窓会との協力関係を今後も積極的に推進してい
きたいと考えています。

ところで、2020年度はコロナ禍の中で大学の存在意義が問
われることとなりました。本学では、昨年2月20日に危機管理対
策本部を立ち上げ、学位記授与式、入学式の中止を決定し、
2020年度前期の授業をほぼ全面的に遠隔形式で、後期は対面
と遠隔のハイブリッド形式で学びの継続を実行してきました。ま
た、関西エリアではいち早く「オンライン授業の実施に伴う特別
奨学金（給付）」を立ち上げ、1万1000人を超える全学生・大学
院生に一律5万円を支給するとともに、「緊急経済支援奨学金
（給付）」や「緊急学費減免制度」を設けて、多面的に学生の支援
に尽力してきました。また、同窓会にもご賛同を得て、昨年末ま
で「新型コロナ対策緊急学生支援募金」を実施いたしました。
神戸学院大学は2021年度には創立56年目を迎えます。コロ
ナ禍の経験から得られた「知恵と工夫」により、そして、建学の精
神「真理愛好・個性尊重」の普遍的な価値に立ち戻り、さらには
初代学長・森茂樹博士が本学の創立時に示された情熱に思いを
馳せながら、ニューノーマル時代の大学の在り方を追求したい
と考えております。コロナ禍だけでなく、少子化・グローバル化
の進展、そしてＡＩなどの技術革新によって到来するSociety 
5.0に向けての教育改革など、多様な荒波を乗り越えて本学が
「後世に残る大学」となるには、同窓会の皆様の伴走が不可欠で
あると感じています。
桑原新会長が率いられる同窓会の皆様には、ニューノーマル
時代の大学運営に対して、多面的なご支援、ご協力をいただけ
れば大変ありがたく存じます。
最後に改めまして、木村前会長への心からの感謝の気持ち、
桑原新会長への大きな期待の気持ちを表明するとともに、同窓
会の益々のご発展を祈念して、私からの挨拶とさせて頂きま
す。

神戸学院大学学長　佐 藤 雅 美
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新型コロナウイ
ルス感染拡大は

、リモートでの授
業、課外活動の自

粛など、

学生の大学生活
に多大な影響を

与えています。大
学では、キャンパ

ス地域や

災害被災地など
での学生ボラン

ティアを積極的に
支援してきました

が、

ほとんどの対面
活動は自粛とな

りました。学生の
みならず、活動の

対象である小学
生や

高齢者、その他学
生の支援を求め

る方々の安全が
なによりも重要だ

ったからです。

「対面が難しい
ならば、リモート

でできることはな
いだろうか」

2020年度の前
期授業が始まっ

て間もなく、学生
ボランティアの支

援を行う「ボラン
ティア活動支

援室」では、学生
スタッフ（以下、

学スタ）と担当職
員がリモート会

議を重ね、この難
問に向き合い

ました。最初はア
イデアは出ませ

んでしたが、次第
にぽつりぽつりと

意見が出始めま
した。その中

で、まず取り組ん
だことは新入生

へのサポートでし
た。

ボランティア活
動支援室レポ

ート

コロナ禍にお
ける

学生ボランティ
ア～地域と大

学の関係を
学生ボランテ

ィアが取り結
ぶ～

入学式が中止となり、授業も原則リモート
であることで、期待した大学生活が送れてい
なかった新入生に向けて、「Zoomボラン
ティア交流会」を開催しました。
初回の2020年6月18日（95人参加）を皮
切りに、7月30日まで全6回を開催し、参加者
は延べ数で355人でした。内容は学スタ、手
話サークルなどのボランティア団体の紹介
や「学生ボランティアのスタイル」と題して、
「資格講座との両立」「授業の専門性を生かした活動」など先輩学生か
ら苦労談を交えて活動に取り組む魅力を伝えました。プログラムの最
後は「質疑応答」の時間として、新入生と対話する機会としました。新
入生にとって、所属する学部や学年を超えて、学生同士がつながり、ボ
ランティア活動について情報を得る機会は貴重だったと思います。
また、学スタ広報班は、交流会の成果
報告を含め、出席しなかった新入生にも
ボランティア活動に関心を高めてもらお
うとボランティア情報誌『PROCESS』を
作成し、学内情報サービスを活用して、
週1回ペースですべての新入生に配信
をしました。6月から開始して、夏休みに
入るまで計8号を配信しました。
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2020年は夏休みに入っても対面によるボランティア活動は自粛と
なりましたが、リモートでできる活動を4つ企画しました。児童館との
リモート交流会、高齢者施設への手作り感染防止品（防護服、フェイス
シールド）寄贈プロジェクト、災害ボランティアと国際理解のリモート
学習会です。
特に児童館と高齢者施設での活動は、毎年学生ボランティアを受け
入れていただいている施設です。コロナ禍の影響で大変な思いをさ
れているであろう小学生や高齢者に思いを馳せ、大学生としてできる
ことを一生懸命に考えました。
活動の成果として、有瀬キャンパス地域の有瀬児童館（神戸市西区
伊川谷町有瀬）と愛垂児童館（神戸市垂水区瑞ケ丘）の2か所で、児童
館の子どもたちとステイホームの学生をZoomで繋ぎ、間違い探し
ゲームやクイズなど、ひとときのレクリエーションを楽しんでいただき
ました。子どもたちもスクリーンに映し出された学生の笑顔に触れ、抵
抗なく参加してくれました。本番前に、それぞれの児童館でリハーサ
ルを行いましたが、最初はぎこちない進行だった学生に対して、児童
館の指導員の方に厳しくアドバイスをいただく場面もありました。学
生にとっては活動の力をつける良い実践機会となっています。
また、高齢者施設での活動については、事前に学生が施設の状況を
お伺いし、「感染予防のためにぜひ、協力してほしい」との要請を受け
ました。具体的には、「万一感染者が出た際にケアスタッフが使用する
防護服とフェイスシールドの寄贈」で、目標数をそれぞれ300着と60
個としました。ゴミ袋を素材に作成する防護服は使い捨てのため、1週
間の必要量とのことでした。
学生と職員が協働して作成方法を調べ、試作品を作成し、施設に確
認いただいた上で、協力を呼び掛けました。結果、46人の学生が名乗
りを上げてくれて、それぞれ分担して自宅で手作りしました。想定以上
に学生が頑張ってくれたおかげで、他の高齢者施設にも提供すること
ができました。

ၞߩߣ㑐ଥࠍᄢಾߦ㧋
ޔ߽ߢ࠽ࡠࠦ
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ボランティア活動支援室では、2009年から毎年夏休みにサマーボ
ランティアプログラムを実施しています。「初めての活動体験を応援し
ます」をキャッチフレーズに、主にはキャンパス地域のボランティア活
動を取りまとめ、学生に紹介し、交通費、活動経費の補助を行うという
ものです。2019年度は18の活動数に対して、幅広い学部学年から延
べ186人が参加しています。
活動内容は多彩で、外国籍をもつ子どもの学習支援（神戸市定住外
国人センター）、交通事故・自然災害などで親を失った子どもの交流プ
ログラム（あしなが育英会神戸レインボーハウス）、高齢者施設の夏祭
り（特別養護老人ホームふたば）、病院ボランティア（神戸市医療セン
ター中央市民病院）、摩耶山「山の日」記念フェスティバル（神戸市灘
区）の他、学スタが企画したものとして「元気ッズ！作って食べて自然
で遊ぼう！」（子ども班）、「僕らの夏休み大作戦～高齢者をLet’sケア～」
（医療班）、「あいな里山水てっぽう合戦」（環境班）、「映画を観て始まる
国際理解！」（国際班）などです。
夏休みは同窓会からも多大なご支援をいただいています「災害支
援ボランティア」（災害班、社会防災学科学生ボランティア等が担当）
も積極的に活動しており、ご報告する機会も多いですが、実はキャン
パス地域での活動にもしっかりと力を入れており、学生の学びの機会
となっています。
今回は2020年度に実施しました「コロナ禍における学生ボラン

ティア」を中心にご報告しました。それらを実現できたのは10年以上
にわたる学生達の地域活動の実績があってこそだと思います。世界に
至る感染拡大が続く中で、「新しい生活様式」の構築が問われていま
す。ボランティア活動のあり方も同様だと感じています。ボランティア
活動支援室では、学生の自発的な思いを尊重して、学生スタッフと並
走しながら試行錯誤を重ねていきたいと考えています。

㑐ଥߢࡏࡑࠨ߱⚿ࠍၞߩߣ



・コロナ禍で大学生である自分自身も窮屈な思いを感じており、
子ども達にいたっては、どれほどの思いなのかなと考え、少しで
もボランティア活動で楽しんでほしかったから。
・大学に入学したら、何かボランティア活動に参加したいと思って
いた。しかし、コロナウイルスの影響でなかなか動き出せなかっ
たときに、ステイホームでボランティアが出来るという、新しい
形のボランティア活動に興味を持ち、かねてからの思いをかな
えられると思ったので参加した。

1 ） なぜ参加しようと思ったのか

・オンラインでも自分次第でボランティアができるということに
気づいた。一人では難しいことでも、多くの人の力が有れば実
現できることもあるのだと学んだ。
・ボランティア活動は人を助けるために行うものだから、人と触
れ合うことで成り立つものだと思っていたが、ステイホームで
防護服を作るように、誰かの手間を減らし、時間を増やすことを
助けることは対面でなくてもできた。このように、幅広い視点か
ら物事をとらえることは大切だと学んだ。

2 ） 気づいたこと、学んだこと

・自己中心的に考えずに、周りのことも考えられるようになった。
いろんな人に支えられているという考えを持つようになった。
・ボランティアには参加したことがなかったけれど、こんな私でも
力になれるのだということ、物事に対し、消極的だった自分が、
自発的にやろうと思った。
・今までは自分のことに必死であまり周りのことまでは気にする
余裕がありませんでしたが、この体験を通じてほんの少しの気
遣いや少しの意識で周りの人の力になったり、助けになること
を改めて実感し世間を見る視野が広がったと感じた。

3 ） 活動を通して自分自身で変わったと思うところ

新型コロナウイルスの感染拡大という未曽有の状況で、ボ
ランティアの経験が学生にどのような影響を与えたのか。教
育機関である大学がボランティア活動を通して地域とつなが
る意味が見えてくるかと思います。

本学の学生、教職員のボランティア活動をサポートする「ボ
ランティア活動支援室」には100人近い学生スタッフがいま
す。ボランティア情報の発信、活動の相談、そして子ども班、医
療班、環境班、災害班、国際班、広報班に分かれ、それぞれの分
野で活動を企画し、さまざまな体験を提供しています。学部・
学年を超えて、共に経験し、学び合うことを目指しています。

今号では貴重な紙面をいただき、コロナ禍で社会的な活動
が制約される状況でも頑張っている学生の様子をお伝えしま
した。思うように外出ができない、大学生活が送れない学生が
少なからずいる中で、心配していただいている同窓生もおら
れるかと思います。感染状況は相変わらず先行きが不透明で
すが、そんなときこそ自分のことだけではなく、キャンパス地
域の小学生、高齢者、災害被災地の方々、そして海外地域の
問題などへ思いを馳せる力が試されるのではないかと思い
ます。ボランティア活動はその実践のひとつだと思います。
これまでもたくさんの同窓生から応援いただいています
が、引き続きよろしくお願いいたします。
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学生ボランティアの気づき、学び
（活動報告から抜粋）

「ボランティア活動支援室」学生スタッフ

今後も同窓会からの応援をお願いします！

地域のなかで、学生の成長
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投稿作品の受賞歴の多さを誇るのが、「小説創作研究会うぐいす」
です。同人誌「うぐいす」が2019年の春に神戸新聞の文化面で取りあ
げられたほか、「明石市文芸祭」や部員3人が受賞者となった昨年5月
の「神戸新聞文芸」など、公募への積極的な投稿も部員それぞれが目
標とする活動の一つです。その「神戸新聞文芸」エッセー・小説部門で、
自身2年ぶり2回目の入選を果たし、「ストーリーの運びがなめらかで、
結末まで惹きつけられる」という選評とともに全文が掲載された4年
次生部員の入選作も、「壁」をテーマに書くという、うぐいすでの勉強
会から生まれた作品でした。

普段の活動では、より良い作品を作ろうと、勉強会を開いたり、ダイ
ヤモンドフェスティバル、大学祭、新入生歓迎時の計3回、作品を掲載
した冊子を作成して配布しています。さらに、部のホームページにアッ
プロードするなど、作品を発表する機会を随時設けています。また、部
員同士が競い合い、それぞれの作品への感想や批評を述べることで、
互いを高め合うことを目的とした合評会が定期的に開催されていま
す。学外講師の岡田悦夫さん、うぐいす文学賞選考委員の島雄さんを
講師役に、部長を進行役にしての合評会は、真剣な討議あり、和気あ
いあいの空気ありの有意義な時間となっています。「自分とは全く違
う視点で作品に触れてもらえる、というのは非常にありがたいことで
す。むやみにほめてもらうより、改善点をズバズバと挙げてもらえる方
が助かります」という声もあるほどに、作品を持ち寄った部員にとって
はとても貴重な機会のようです。

これまで図書館で行ってきた合評会も昨年6月からは遠隔会議シス
テム（Zoom）によりオンラインで開催。通学・帰宅の時間を気にする
ことなく、無理なく参加できること、自宅からの参加で幾分リラックス
して臨めるなど、部員たちは、この現状をおおむね前向きに捉えてい
るようです。「想定外」の世の中にあっても、執筆への意欲は少しも削
がれることなく、書きたいという思いがより熱く強くなるほどに漫画や
演劇への興味も募り、小説以外のメディアからも表現手法を学びたい
という欲張りな思いにあふれています。

創作の秘訣に迫る（？）
部員への一問一答！

その人物にあった花言葉を持つ花の名前から
つける、キャラクターに合った動物の名前から
もじる、などがあります。

登場人物の名前の決め方、
その一例を教えてください

Q.

A.

「楽しいから」と答えます。

「なぜ、書くのですか？」と問われれば、
どう答えますか

Q.

A.

いたって普通の男女の恋愛ものを書けるよう
になりたいです（部長談）。

今後書いてみたい、
追求したいテーマはありますか

Q.

A.

創設当時、顧問である先生のお気に入りの喫茶
店が「うぐいす」だったと聞いたことがあります。

研究会の名称「うぐいす」のいわれを
ご存知ですか

Q.

A.

競作し、批評しあって、学びのうちに互いに高めあう

変化する世の中にあっても、執筆意欲は衰えず、ますます盛んに

勉強会でのテーマ競作から生まれた入選作品も

ޠߔߋ߁ዊ⺑ഃ⎇ⓥળޟ
ฃ⾨ຠࠍᰴ߉⚜ߣޘߔ

小説創作研究
会

うぐいす

ホームページ「鶯の
巣」への作品のアッ

プロードは今後も行
っ

ていきたいと思い
ます。よろしければ

、一度、覗いてみて
いた

だけませんでしょう
か。同窓生の皆様か

らのご感想・ご意見
を

心待ちにしておりま
す。

U R L：https://ug
uisuchan.jimdo

free.com/

Twitter：@ugui
su_iro

【 MESS
AGE 】



新型コロナウイルス流行の中、同窓生の皆様はいか
がお過ごしでしょうか？
私たち在学生は自宅でオンライン授業を受講してい

る生徒や、週ごとに分かれて自宅で授業を受講する生徒
と、大学に登校して対面授業を受講する生徒と分かれて
ハイブリッド形式で授業を受けています。
さて今年は例年と違って全く異なる環境で同窓生の
皆様も日常を過ごしてきたと思います。コロナ禍のなか
で楽しいこともなく、簡単に旅行や外出等ができない状
況が続きました。自宅で過ごす日々が続き、今後も感染
拡大によっては外出自粛の日々が続くと思います。
今回の内容は、自宅や少人数で楽しく過ごす方法について、私たちが普段しているアレコレを紹介していきたいと思
います。この内容を読んで、ちょっとでも楽しんでもらえると幸いです。
では紹介していきたいと思います。Let’s GO!!

美味しいものを食べることによって、昨今のコロナウ
イルスの影響によるストレスや不安を解消することがで
きると思います。
自分の好きなものや美味しいものを食べていると至
福のひとときを過ごしている感じがしますね。
不要不急の外出はご法度な時期ではありますが、行き

つけのあのお店はコロナ終息後も営業しているのかな？
ごく稀になら、大好きなお店の応援も兼ねて外食も良
いかもしれませんよ。
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こんにちは 神戸学院大学新聞会です

其之壱「おいしものを食べる」

この辛い時期だからこそ、音楽を聴いてリラックスす
ることが増えた人も多いのではないでしょうか？
好きなアーティストの曲やジャズなど多彩なジャン
ルの曲を聴くことによって感受性を高め、普段より一層
楽しむことができます。
また懐かしい曲を聴くと改めて素晴らしい曲だと思

うことがあるので機会があれば押し入れに仕舞いこん
だ懐かしのCDをまた聴いてみてもいいかと思います。

其之弐「音楽を聴く」



何も予定がない日に家にいると、1日がとてつもなく
長いことがありますよね？
そういう時には自分の好きな作品を楽しむことが1番

かもしれません。
台所でポップコーンを作りコーラを1本用意してしま

えば準備完了！あの名作をシリーズ通して鑑賞なんて贅
沢なことも今ならできちゃいます！
おウチの本棚に長すぎて途中で中断したままの本

や、買うだけ買って、眠らせてしまっている本はありませ
んか？
映画鑑賞や読書をしているとあっという間に1日が過
ぎ、腐りきっていた1日を充実した1日に変えることが出
来てしまいます！
映画や本に影響されて何か新しい目標ができるかも？
きっと楽しく過ごすことができますのでオススメです！
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其之参「読書や映像を楽しむ」

ずっと引きこもっている生活が続けば鬱憤が溜まって
しまいます。そんな時は玄関を飛び出しキーを回してエ
ンジンをかけ、ドライブしましょう！1人ドライブや2人だ
けでの少人数ドライブなら感染リスクも比較的少なく安
心です。お気に入りの曲を車内に響かせ見知らぬ道を走

り、街を見下ろす展望台や大海原を見渡せる海岸沿いに
愛車を停めて景色を眺めながら缶コーヒー片手に一服
する。もうめちゃくちゃに最高ですよ。今の時代、個人売
買などもあって安価で車も手に入りやすいですし、この
機会に皆さんもいかがですか？

他にも楽しい過ごし方があると思いますが、今回はこのあたりにしておきます。
同窓生の皆様も是非このようなちょっとした楽しみ方をしてみてはいかがでしょうか。
皆様のご健康を心よりお祈りしています。どうぞご自愛ください。

其之四「ドライブを楽しむ」



トリックアートやオブジェ、アートペイントなど独創
的なアートで商品・場所・地域への認識や関心を高める
「アートでプロモーションする会社」をビジネスとして
展開する有限会社アートライフ。その代表を務める卒業
生の岡田神一さんに、新しい事業分野をアートにより開
拓することとなった経緯から、その可能性までを語って
いただきました。

絵画をレンタルする事業で大学在学中に創業
アートとは無縁な大学生だった私が、絵画をレンタル
する事業を始めたのは、アルバイト先のお客さんが画家
で「絵の置き場で寝るところがない」という話を聞いた
ことがきっかけでした。手始めに、たくさんの画家に会
うことだと考えて訪ねた先が大阪芸術大学でした。夏
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休みのキャンパスにただ一人、絵を描いている女性がい
ました。その女性にあなたの絵をレンタルの事業に使わ
せてくださいと熱く語ったところ、その方はなんと教授
だったのです。「オモロイ奴がきた！」とばかりに他の教
授たちも電話で呼んでくれました。ありがたいことに、
たくさんの作品を預けていただくことができ、レンタル
事業のための絵画が揃うことになりました。

壁画を描く事業『アーティストバンク』に転換
ほどなく、営業に精を出している頃にある店から「こ
んなにたくさんの絵描きさんがおるんやったら、直接壁
に絵を描いてくれへん？」と言われことをきっかけに、友
人の画家と一緒になって絵を描き始め、レンタル事業か
ら絵を描く事業に変えることにしました。『アーティスト

同窓生NOW！

有限会社アートライフ代表取締役

1987年・法学部卒 岡田 神一さん
お か だ しんいち

CTスキャン(大阪母子医療センター）巨大地上絵(3Dトリックアート・大阪駅)3Dトリックアート(ドラゴンボール・札幌)
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バンク』と名付け、いろいろなところに壁画を描いたりイベ
ントを行うようになりました。
有名なイタリアンのお店からフレスコ画の依頼を受けた
際には、その作品の自信のある出来栄えから作品をメイン
にした広告を全国紙に出しました。キャッチフレーズの「わ
かりました。なんとかします」も響いたようです。全国にあ
るダイエーフードコートのオブジェを手がける頃には、日本
中至るところから依頼が舞い込むようになり、ビジネスとし
ての確かな感触を得たのもこの頃でした。

幾多のピンチをその都度チャンスに変えて
阪神・淡路大震災は、事業面でも足元を揺るがす一大事。
取引先の倒産があり、負債を背負うことになりました。しか
し、「捨てる神あれば拾う神あり」のごとく、元請けであるゼ
ネコンから直接大量発注をいただけるようになり、負債が
あったにもかかわらず、その年は黒字決算。信じられない乱
高下を体験しました。それからは業績も順調で、2001年オー
プンのユニバーサルスタジオジャパンでは1年半かかってハ
リウッドエリアとジョーズコーナーのアートペイントを担当。
数十人のアート職人を毎日送り込み過去最高益を上げました。
ターニングポイントともなったのが2011年の東日本大震
災。仕事のキャンセルが多発するうえに、エースとして制作の
中心を担っていた女性スタッフが産休に入ったことで、大き
な決断を迫られることになりました。私はまったく絵は描け
ません。落ち込んでいた矢先、東映さんから戦隊物のトリッ
クアート十数点という大きなオファーが…。悩んだ挙句「禁

じ手」でもあったCGに切り替えました。それが大当たり。絵
を描くことに比べて1/3程度に価格を抑えることができたた
め代理店や大手メーカーからもどんどん注文が入るようにな
りました。
 
アートの工房から「アートでプロモーションする会社」へ 
現在はインスタ映えするトリックアートが当社の一番人
気。日本だけでなく世界中からもご注文をいただいていま
す。我々が作るトリックアートの特色としては、空間を演出
し遊んでもらい楽しんでもらうのは勿論ですが、一般的に
お客様が看板を写真に撮ることはまず無いのですが、面白
いアートだと一緒に撮りfacebookやTwitterに投稿して頂
けます。そのSNSを通じてお客様以外の第三者がサービス
を知り、興味を持ってもらうプロモーションに繋がるように
企画デザインさせて頂いています。おかげさまで大手代理
店はじめ大手企業からオファーをいただき、商品や施設を
アートでアピール、プロモーションさせていただくようにな
りました。
その流れで2020年、アートライフは30周年を機にリ
ニューアル。「アートでプロモーションする会社」へと、生ま
れ変わりました。コンセプトは「アートライフ！一緒にワクワ
クしよう。それは、自由な表現であり、愛」。
今なら「コロナ禍におけるARTの提案」や「アート・デザ
インで地域活性」とか「ホスピタルアート」などなど…。
ARTの可能性は無限です。 

～日本中に、世界中に「アートライフ」の作品～ 有限会社アートライフ
起業してもう30年です。これからは違うジャンルの人たちや企業とコ
ラボレーションして何か新しいイノベーションを起こして行きたい。
そして「アートのビジネスの仕方」「どうすれば起業できるか？」など私
の知識やスキルなどを学生の皆さん始め、様々な人達に伝えていく事
も大事だと思います。

■有限会社アートライフ　　　　 www.artlife.co.jp

会社紹介 Company introduction

YAMAHAプロモーション用ART
壁を使った3Dトリックアート

FRP製オブジェ
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大学の取り組み
コロナ禍での 学生活動紹介

UNIVERSITY INITIATIVES

栄養学部と「Q・B・Bチーズ」のブランドで知られる地
元神戸の食品会社「六甲バター」が連携し、マラソンラ
ンナーのためにチーズを使った料理のレシピを考案す
る取り組みを2015年より続けています。チーズは良質
なたんぱく質、カルシウム、鉄分、ビタミンA、ビタミン
B₂などを豊富に含み、マラソンをはじめとするスポーツ
との相性はとても良いとされています。成果は「マラソ
ンレシピブック」として配布したり、WEBで配信（同社公
式HPにて公開）したりしています。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、第10回神
戸マラソンをはじめ各地の大会も中止や延期になりま
したが、日々練習を重ねている多くのランナーの皆さ
んを普段の食生活からサポートするために、「運動栄養
学」を学ぶ学生らが同学部の水野千恵教授の指導で新

たなレシピを考えました。
6回目となった2020年10月のレシピ発表会は有瀬

キャンパスで開かれました。170点の応募作から選考を
重ねてマラソンランナーの栄養補給や体づくりに最適
で、しかもおいしく比較的簡単に作れる8点を厳選。レシ
ピで作った料理を展示しました。黄色のユニフォーム姿
の学生8人が一列に並び、六甲バターから表彰状と記念
品が贈られました。
レシピについて各学生からの説明もありました。女子
駅伝競走部ランニングコーチを務める谷西祐哉さんは、
「お好み焼きの生地の中にチーズを入れて疲労骨折を防
止し、鉄分も補って貧血も予防するなど、選手が大会に
備えるための食事の栄養を考えたレシピです」と話しま
した。

CASE

01

栄養学部が「六甲バター」と連携し「マラソンレシピ」を考案

栄養学部と

「六甲バター」が連携
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CASE

02

栄養学部が企業とコラボして作ったオリジナルおせち第4弾も好評

UNIVERSITY INITIATIVES

栄養学部と阪神百貨店、まねき食品（兵庫県姫路市）
がコラボして作ったオリジナルおせちの第4弾が同百貨
店限定で販売され、好評でした。
同学部の中川輪央助教の指導で有志7人が企画に参
加しました。コロナ禍で厳しい状況に
ある人たちを元気づけたいと、全国各
地の郷土料理や食材について調べ、2
段重ねの重箱に入るおせちの料理や
装飾を考えました。同企画は、2017
年度から毎年商品化されており、第4
弾となった今回の商品名は「華咲日和
（かしょうびより）」。「一年を通じて華や
かに過ごせますように」との願いを込
めました。
北海道産ホタテ照り焼き、岐阜の奥
美濃古地鶏ハム、金ぱくをまぶした兵
庫県産の黒豆、岡山の黄金ままかり、
徳島の鳴門芋きんとん甘露栗煮乗
せ、鹿児島の桜島鶏甘酢あん彩り野
菜ダイスなど、食の「日本一周」が楽し
めそうな彩りも美しい豪華おせちとな
りました。栄養学部生の立場から栄養

バランスにも気を配りました。
学内でのお披露目会は多数のメディアが取材。学生ら

は「一家でお重を囲み、おせちを日本の歴史ある食文化の
一つとして伝承してもらえれば」と話していました。

栄養学部、

阪神百貨店、まねき食品が

コラボして作ったおせち

第4弾



CASE

03

15 SUIRYO 85

https://www.kobegakuin.ac.jp/social_contribution/education/motomati.html

大学が所在する地域の百貨店である大丸神戸店（㈱大
丸松坂屋百貨店）と連携し、こどもたちの創造性を育むた
めのプログラムとして「もとまちこども大学」を2017年
からスタート。翌年には、地域社会の活性化と生涯学習
の振興を目的に包括連携協定を締結し、さまざまな取り
組みを展開してきました。2020年度は、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止対策の観点で店頭での対面開催が
暗礁に乗り上げる中、コロナ禍における、こどもたちの
学びの機会を少しでも応援するために同店と協議し、感
染拡大状況を見ながらオンライン開催を含めたプログ
ラムを経済学部、人文学部、現代社会学部、グローバル・
コミュニケーション学部、薬学部が計画。新型コロナウイ
ルスの感染拡大が収まらないことから対面企画は中止
となり、5件の企画をオンラインで開催しました。
今年度最初の企画は8月に、人文学部の福島あずさ
講師が、天気の不思議について学ぶプログラムを開
催。家庭にある道具を用いて実験を行い、日頃の生活
ではあまり意識されない自然界の力のひとつである
「大気」について学んでもらいました。次に、経済学部の
井上善博教授が、コロナ禍で多くの企業が損失や株価
が下降傾向となったニュースを、こどもたちも目にする

機会があることから、「株式投資」をテーマに開催しまし
た。9月1日「防災の日」特別企画としては、現代社会学部
社会防災学科が液状化現象実験を学ぶプログラムを開
催。防災を考えるために自然災害のメカニズムを学ぶこ
とが大切であることを同学科の前林清和教授が説明しま
した。10月には、家庭でハロウィンを楽しんでもらいたい
と、ハロウィンの文化や風習を学びジャック・オー・ランタ
ンづくりを行うプログラムを、グローバル・コミュニケー
ション学部の森下美和准教授が開催。11月には、マーケ
ティングを学びこども店員として販売体験を行うプログ
ラム「もとまちこどもマルシェ」を経済学部の木暮衣里講
師が開催。コロナ禍で、こどもたちの店頭での販売体験
が難しい状況から、ワークショップに参加したこどもたち
が考えたお店を期間限定で大丸神戸店にOPENさせて、
得た学びの発信を行ってもらいました。
2020年度は感染対策予防の為、オンラインを活用し

た企画内容に変更し、進め方やこどもたちとの対話等、さ
まざまな工夫を凝らしながらワークショップを行いまし
た。プログラムの詳細や参加した学生
たちの感想等を、大学HPにて公開して
いますので、是非ご覧ください。

UNIVERSITY INITIATIVES

大丸神戸店との連携 ～地域社会の活性化と生涯学習振興～

実験手順の見せ方に注意を払いながら配信 会場では感染拡大防止対策を図って、
オンライン配信

完成したジャック・オー・ランタン

～未来をつくるこどもたちの

創造性を高めたい～

神戸学院大学 × 大丸神戸店

「もとまちこども大学」
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【Dansako’s】 
住所／神戸市中央区北長狭通3丁目10-1 クロスビル5F
電話番号／090-6326-7641
営業時間／土曜日 13：00～16：30 他 （予約受付可能）
定休日／不定休
https://dansako.com/

BeefBox神戸株式会社 【焼肉弁当 牛一朗】 
住所／兵庫県神戸市中央区元町通6丁目2-34
電話番号／078-351-6186
営業時間／10：00～18：00
定休日／土・日・祝日
https://bentokobe.info/

大崎 優一朗さん（2018年・人文学部卒）
上場企業の内定を辞退し、起業を決意。周囲の応援を受けながら、
準備に万全を尽くし、卒業後すぐの開業を実現。

2020年1月に神戸・元町に靴磨き専門店「Dansako’s」を
オープン。靴磨き職人を志したのは大学4年次生の冬で、靴修
理店や百貨店でのイベント等で経験を積み、2019年にはWEB
を通じての活動を開始。企業への出張靴磨きや公演会などで
活動の幅を広げて実店舗を持つに至り、今や1年が経とうとし
ています。お気に入りの靴をケアすることで、その靴が自分に
とって、より大切なものと感じていただける、そんな靴との新た
な出会いを育む「靴磨き」というものに魅せられて、靴を磨く手
を通して、履く人の心へ届くサービスをすること。それを常に意
識し、誰よりも真摯に靴磨きと修理に向き合っています。

同窓生のお店を紹介します。
お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください！

同窓生のお店紹介

心からの靴磨きを“ウリ”に～My hand to yours from heart to sole.

小林 里沙子さん（2018年・人文学部卒）
レザープロダクトDansako’sでは、国籍、ジェンダー、年齢、
あらゆるボーダーを超えたデザインを追求、消費することな
く、愛着とともに歩めるアイテムを提案。

「牛一朗」は全国でも珍しいお弁当仕様の焼肉御膳・
ステーキ御膳専門店です。デリバリーにも対応し、調理し
たスタッフが自ら配達しています。何よりも直接お礼を伝
えることができ、お客様の声を直にいただくことで、サー
ビス向上にも努めさせていただいています。私たちスタッ
フに何が求められているか、常にお客様のニーズに耳と心
を傾けています。そうすることで新たな商品、サービス、
ホスピタリティが生まれています。お客様からいただいた
ご意見は、毎日の終礼で共有しています。一日一日の積み
重ねが明日の「牛一朗」、未来の「牛一朗」を形作ると考
えて、商品開発・経営・人材育成を一手に担っています。

肉と白米にこだわり、『大切な人にこそ食べてほしい』お弁当に



会社経営に憧れ、起業家の夢を育む
当社は相続の際に問題となる財産や不動産の管理に関係す
る遺品整理・生前整理事業を中心に展開しております。金融機
関や不動産業での経験を持つ当社社員により、最適なプラン
をお客様に提案し、弁護士・司法書士・不動産業者や地域のケ
アマネージャー様とも連携しながら、作業完了まで一貫した
サービスを行なっています。会社経営者でもあった祖父の姿を
幼少期から見ていたこともあり、いつからか憧れとともに会社
経営の夢を抱くようになっていました。起業を果たしたのは、
神戸学院大学を卒業して5年後の27歳の時でした。大学卒業
後は新卒として証券会社に入社、そこで、さまざまなことを経
験し、数多くのことを学んだことが起業家としての志や夢を大
きく育むことになりました。日々の業務においてお客様と接す
るなか、お客様の共通する悩みとしてよく耳にするようになっ
たのが、”家の整理”でした。相続した保有不動産に関する悩み、
身内が亡くなった後の整理等、お金に関するアドバイスはでき
ても、整理や処分に関してのアドバイスはできません。それで
も、なんとかお役に立つサービスができないものかと考えまし
た。金融機関に勤めたキャリアと学生時代に経験した引越・遺
品整理業でのアルバイト経験から、同じような悩みを抱えてい
る人々の力になれるのではと考えたことが、この事業を立ち上
げるきっかけとなりました。今でも、お客様目線に立った丁寧な
サービスを提供することを徹底しているのも、その頃からの変
わらぬ信条の一つです。営業スキルについても、証券会社での
飛び込み営業やソリューション営業の経験が今に生かされて
いる実感があります。
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学生から社会人に至る、すべての経験を糧に
神戸学院大学在学中は、佐藤雅美学長の刑法ゼミに所属し
ていましたが、毎年開催される刑法討論会の実行委員長とし
て企画・立案・運営を行った経験と組織運営やイベントを成功
させた経験は、一つのビジネスを成功させることに直結する
経験だったと思います。また、国際ビジネス論を担当されてい
た田村好正氏のグローバルな視点でのビジネスを行ううえで
重要なマインドセットは会社運営に役立てています。講義資料
は今でも読み返してビジネスのヒントにするほど、大切にして
います。いろんな教えを胸に、弊社の将来を展望すれば、今後
顕在化するであろう空き家問題や高齢者の生活に関する問題
等、地域社会における課題の解決に積極的に取り組む企業で
ありたいと考えています。

アスライフ＆パートナーズ株式会社 代表取締役
遺品整理業

2014年・法学部卒平野 良賢さん
野村證券株式会社を退職後、会社を設立。「キレイ・ジャポン」という
サービス名で遺品整理業を展開。現在設立3年目。「三現主義」を大
切に日々業務に取り組んでいる。また、事業の成長及び多角化の為、
社員の積極採用も開始。戦略的な挑戦を行っていきます。

ひらの よした か ■■■■

神戸学院大学在学中に学んだ
「三現主義」を今なお実践中

起業家スピリットにあふれる同窓生の「今」をご紹介します。

若   手   起   業   家   応   援   ！

当社社員の溝端達矢（2015年・人文学部卒）と。
大手不動産会社を経て入社。
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秋季

250通の応募の中から抽選で選ばれた100
名のお客様は、入場時の検温・消毒にご協力を
いただき座席間に空席を設け十分なディスタ
ンスを確保し落語会を楽しみました。
今回は初心者の方も楽しめるよう冒頭で桂
坊枝さんが講師を務め「落語入門講座」として
演者の仕草の説明、はやしや美紀さんによる寄
席三味線と出演者による太鼓・笛の演奏で寄
席の出囃子やサウンド・エフェクト（ハメモノ＝舞台袖からの音響による演出効果）の舞台上での実演により、普段
は見ることのできない舞台袖での演奏の様子などの楽しくわかりやすい解説がありました。
桂雪鹿さん、桂三ノ助さん、桂三若さんの落語のあと仲入＝休憩をはさみ、リピート山中さん作詞・作曲でJR大
阪環状線「鶴橋駅」の発車音に採用されている「ヨーデル食べ放題」をはじめとする音楽ショー、そして桂坊枝さん
がトリを務め、まさにコロナ禍に負けない笑顔と笑い声が会場にあふれるグリーンフェスティバルとなりました。
次年度も開催を計画しておりますのでご期待下さい。

桂三若 （法学部卒）
懐かしい学舎を見て法律家を志していたあ
の日の情熱が甦りました。今でもまっさらの
六法全書が僕の誇りです。

桂三ノ助 （経済学部卒）
卒業以来25年振りで様変わりしていて思い
出もあせましたが、去年他界した桂三弥さん
との思い出は蘇りました。

桂坊枝 （法学部卒）
落語家になってなかったら、このように母校
からお声がけをいただくこともなかったと思
うと感無量でした。

Repor
t

グリーンフェスティバル開催グリーンフェスティバル開催

神戸学院寄席 in 有瀬
－新型コロナに打ち勝つぞ！ 
笑ってNK細胞を活性化！－

2020年度

グリーンフェスティバルは、地域の方々や本学の学生・教職員にさまざまな舞台芸術に接していただくために、
毎年春と秋に各4～9回の公演を無料で提供しています。

10月17日（土） 14：00
 開演

リピート山中 （法学部卒）
学食食券売り場のおばちゃんの声。休講時間
の溜り場だった雀荘？日向寮。懐かしい記憶
が蘇りました。

はやしや美紀 （人文学部卒）
周辺の雰囲気は変わりましたが、キャンパス
に入ると大学生の頃に戻ったような気持ちに
なりました。

坊枝の妻 中尾真子 （薬学部卒）
お手伝いと座布団反しの役目として娘たちを
伴ってここに居りますことが不思議であり、と
ても嬉しく思いました。

左から、中尾多福（坊枝の次女）、はやしや美紀、リピート山中、桂坊枝、桂三ノ助、
桂雪鹿、中尾真子（坊枝の妻）
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Dancing EXPO2020にはチアリーダー部に加え、バトン部も出演。
また、司会進行および音響等は学生放送局、受付は吹奏楽部が担当す
るなど課外活動団体が協力して行いました。
2部構成で進行し、第1部では、応援ステージのほか、ゲスト出演した

バトン部によるパフォーマンスも披露。第2部では、TV番組の“ミュー
ジックステーション”に掛け、“SEAGULLS STATION”と題し、懐かしい名
曲から最近のヒット曲の数々を、チアダンス、hiphop、jazzなどさまざ
まなジャンルのダンスで表現しました。「こんな時だからこそ、皆さんに
元気なってもらいたい！」という思いを込めたパワフルかつ華麗な演技に
客席からもたくさんの拍手が起こり、素晴らしいステージとなりました。

今回で第33回目を迎える定期演奏会では、日本の民謡
を多く取り入れた楽曲を披露。例年よりは曲数を減らし短
い演奏会となりましたが「新型コロナウイルスの影響で活
動を自粛せざるを得ない中、定期演奏会を開催できたこと
に感謝し、私たちの合唱を聞いて少しでも心を癒すことが
できれば」と、優しくそして力強い歌声に会場は感動の渦に
包まれました。

今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う緊
急事態宣言の発出により、4月に活動を停止。コンクー
ルやさまざまなイベントも中止となりました。そして7
月から活動を再開。「専心」というモットーを掲げ、満足
な練習ができない中でも懸命に努力を重ね、今回の定
期演奏会の開催までいたりました。4年次生にとっては
学生生活最後の舞台、部員一人ひとりの音楽への情熱
がコロナ禍の閉塞感を打ち破るような活気溢れる熱の
こもった演奏に、観客も心ゆくまで楽しめる感動的な素
晴らしい演奏会となりました。

神戸学院大学チアリーダー部 SEAGULLS　
第27回Dancing EXPO 2020

神戸学院大学混声合唱団 パンドラ　
第33回定期演奏会

神戸学院大学吹奏楽部　
第44回定期演奏会

11月9日（月） 18：30開
演

12月25日（金） 14：30
開演

12月20日（日） 18：00
開演 （神戸文化ホール 大ホー

ル）
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パン教室「ティロワ」
住所／愛知県春日井市柏井町1-70 新豊土地ビル4B
営業時間・定休日／予約制・不定休
メールアドレス／okko.223@kcd.biglobe.ne.jp
ブログ／https://ameblo.jp/nkobread2011/ 

【オーナー】　中浴 恭子[なかえき やすこ]さん／旧姓：大村（栄養学部1987年卒）
卒業後パンメーカーに就職。結婚で退職しましたが、美味しいパンを食べたいという気持ちで家庭
製パンを習得。家庭で美味しいパンを作ることは、家族みんなの笑顔に繋がると思い、皆さまにパ
ン作りをお伝えしています。栄養学部卒の経歴を生かせる毎日です。

【支部からの応援メッセージ】
中浴さんの周囲はいつでも笑顔でいっぱいです。あなたも、焼きたての美味しいパンを片手に中
浴さんと一緒に楽しいひと時を過ごしてみませんか？

パン教室での、美味しいものへのこだわりに満ちた素敵な時間
東海
同窓会
東海
同窓会
支部長 杉山 優
会員数 1,160名
支部長 杉山 優
会員数 1,160名
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株式会社能作
業種／金属製品の製造・販売・観光施設・カフェ運営
住所／富山県高岡市オフィスパーク8-1
営業時間／10：00～18：00（カフェのラストオーダー17：30）
定休日／年末年始　電話番号／0766-63-0001
ホームページ／https://www.nousaku.co.jp

【オーナー】　能作 千春[のうさく ちはる]さん（人文学部2008年卒）
400年にわたり育まれてきた富山の高岡銅器。伝統産業を支える職人技術の奥行きを五感で感じ取っていただき、「もの」の背景に
ある「こと」「こころ」を伝えたい、そんな思いより工場見学、錫の鋳物製作体験、錫の器を使用したカフェ、ショップを2017年にオー
プンいたしました。

【支部からの応援メッセージ】
支部総会では講演いただき、鋳物工場も見学しました。錫のタンブラーやぐい吞で飲むお酒は、格段においしくなります！

知る、学ぶ、楽しむ、そんな充実した一日を過ごせるカフェ
北陸
支部
北陸
支部

支部長 酒井 康光
会員数 1,122名
支部長 酒井 康光
会員数 1,122名
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株式会社 岸太商店
業種／菓子・食品・日用品等卸売、ギフト小売
住所／和歌山県御坊市御坊127
営業時間／8：00～18：00　定休日／日・祝　電話番号／0738-22-0237

【オーナー】　岸野 隆［きしの たかし］さん（法学部1977年卒）
昭和59年に食品メーカーを退職し、乾物類の小売・卸売業として明治元年に創業した家業を継ぐことに。卸売りを菓子と清涼飲料水（自
動販売機）へと主力商品を転換。平成に入り、災害備蓄品も取り扱い、三井住友VISA商品券・郵便局の代理店の認可を取得しています。

【支部からの応援メッセージ】
支部の役員を務められ、フットワーク良く、白髪を隠せば現役大学生と間違われるほどお元気です。

「きした」と言えば誰もが知っている歴史あるお店
和歌山県
支部
和歌山県
支部

支部長 丸田 栄一
会員数 1,360名
支部長 丸田 栄一
会員数 1,360名

赤尾漢方薬局・薬膳喫茶「悠々」
住所／京都府綾部市本町2丁目3番地
営業時間／平日 9:00～19:00　日曜 10:00～18:00
定休日／木曜日・祝日
電話番号／薬局0773-42-0429　薬膳喫茶0773-42-0425
株式会社ヘルシーライフ／https://www.ayabehealthylife.com/

【オーナー】　赤尾 明俊［あかお はるとし］さん、赤尾 寛子［あかお ひろこ］さん 
　　　　　　ご夫妻（共に薬学部1977年卒）
創業100年を超える（明治42年創業の3代目）漢方専門薬局を営みながら薬膳喫茶を経営。
店も築120年の町家を改装して作られたもの。現在、会長職として薬局の経営を4代目となる
息子に託す一方で、漢方相談に訪れるお客様をお迎えするため店先に立つ毎日です。

【支部からの応援メッセージ】
元ご自宅を大改装された店舗は「気軽に漢方を試しながら癒やしの場としても利用してもらえたら」
と仰るとおりの薬膳喫茶で、「蓮の葉包蒸飯セット」は満腹の一品です。
また、赤尾先輩が面談の上で作ってくださる「オリジナル漢方茶」は是非、体験ください。TV局が取
材に来るのも納得のお店です。

夫婦共に卒業生！漢方でまちに根付いた薬局＆喫茶
京都滋賀
支部

京都滋賀
支部

支部長 前畑 佳史
会員数 2,427名
支部長 前畑 佳史
会員数 2,427名

就労継続支援B型事業所「ぱんカンぱん」
業種／福祉事業
住所／三重県松阪市上川町1921-1
営業時間／9：00～17：00　定休日／土・日・祝
電話番号／0598-54-1360
ホームページ／https://pancanpan.jp

【オーナー】　小林 孝重[こばやし たかかげ］さん（経済学部1983年卒）
障がい者の方の就業機会がほとんどなく、給与水準の低さに苦慮していた時、当法人自ら、稼げる工場を立ち上げることにしました。
缶入り防災パンの製造販売に取り組み、真空缶入りのため5年間の保存期間中はふわふわの状態でお召しあがりいただけます。
防災備蓄品やイベント時の景品等、障がい者優先調達法の適応もあり、行政備蓄として広まりつつあります。

【支部からの応援メッセージ】
参加景品として配布し、支部でも障がい者支援に協力していきます。

飢餓問題を救い、災害支援を行うことを生きがいに
三重県
支部
三重県
支部

支部長 林 辰弥
会員数 632名
支部長 林 辰弥
会員数 632名

2021年2月27日で神戸学院大学同窓会奈良県支部は10周年
を迎え、記念フォトムービーを作成しました。
ささやかではございますが、奈良県支部の10年をご覧いただけ
れば幸いです。
アクセスはこちら ⇒ https://www.kgunara.org/

　〈集合写真は設立総会のものです〉

支部創立10周年記念フォトムービーをご紹介します！
奈良県
支部
奈良県
支部

支部長 井上 季也
会員数 884名

支部長 井上 季也
会員数 884名
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ほてるISAGO神戸
業種／料亭旅館　住所／兵庫県神戸市中央区熊内町4-3-7
営業時間／11:00~22:00（会食場のみ）　
定休日／年中無休　電話番号／0598-54-1360
ホームページ／http://www.isago.co.jp/

【オーナー】　砂金 伸和［いさご のぶかず］さん（経済学部1992年卒）
布引の山のふもとに六十余年の歴史を持つ「ほてるISAGO神戸」。
静寂の中のくつろぎのひとときをご堪能ください。洗練されたおもてなしで人気の神戸の料亭旅館が、心よりお待ちいたしており
ます。新神戸駅から徒歩5分の立地の良さで神戸観光にも大変便利です。

【支部からの応援メッセージ】
8月に家族サービスで利用しました。家族風呂でのんびりし、味も抜群の夕食を堪能‼朝食の品数も多くお腹一杯に‼

神戸で、宿泊・宴会・温泉・料理等、
憩いの場をお探しなら、ほてるISAGO神戸へ

賛飲家（さんのみや）
業種／居酒屋
住所／兵庫県神戸市灘区山田町3-2-10 六甲リッチライフ＆プラザ地下
営業時間／ランチ：火～金11:00～14:00（ラストオーダー13:30）
                夜：17:30～23:30（ラストオーダー22:30）
定休日／日曜日　電話番号／078-856-6539

【オーナー】　高島 孝次［たかしま こうじ］さん（経済学部1989年卒）
三宮で17年間営業、2019年4月に現在の阪急六甲駅徒歩5分の場所に移転。ほっと落ち着ける空間で、飲んで、食べて、大満足の
お店。新鮮な魚介類や和をベースとした創作料理をはじめ、和洋中といろんなメニューが揃い、お楽しみの月替わり料理、天ぷらな
どもオススメです！ （食べログで ”賛飲家”と検索してください）

【支部からの応援メッセージ】
ゆっくりとお酒と料理を味わうにはもってこいのこぢんまりとした隠れ家的居酒屋。材料さえあれば、リクエストも可能かも。当然、
味は保証付きのちょっとハイソな居酒屋さんです。

落ちついた空間で存分に愉しむ美酒美食

兵庫東・北
支部

兵庫東・北
支部

支部長 岸本 仁文
会員数 27,327名
支部長 岸本 仁文
会員数 27,327名

津山種苗株式会社
業種／野菜・花の種子販売
住所／岡山県津山市津山口262-18
営業時間／8：30～17：30　定休日／日曜日　電話番号／0868-23-0265
ホームページ／https://taneyasan.crayonsite.net/

【オーナー】　廣本 慎太郎［ひろもと しんたろう］さん（法学部1987年卒）
農協へは、野菜種子の卸売販売、店頭では農家様への種子の販売を行っております。昭和の頃から続く、津山の総合卸売市場の中
に店舗はありますが、どなたでもご来店いただき購入していただけます。
胡蝶蘭をはじめ、ご注文による花束やフラワーアレンジメントも得意としてます。

【支部からの応援メッセージ】
「ギフトとしてのお花」の提案も素晴らしく、支部でのお祝い事の花束は欠かさず依頼させていただいています。

岡山県津山市の種苗店で、野菜やお花、果樹の種苗を販売
岡山県
支部
岡山県
支部

支部長 姫路 光子
会員数 2,722名
支部長 姫路 光子
会員数 2,722名

福本鮮魚店
業種／鮮魚小売　住所／兵庫県姫路市広畑区東新町1丁目60-1
営業時間／10:00～18:30　定休日／日・祝　電話番号／079-236-4508

【オーナー】　福本 哲也［ふくもと てつや］さん（経済学部1994年卒）
姫路市をはじめ、市外からも新鮮な魚の評判を聞きつけて、来店されるお客様も多く、好評を
いただいています。家業としての鮮魚小売は、昭和30年代に父親がスタート。両親が忙しく働
く姿を見て助けたいと思い、卒業後に勤めていた信用金庫を退社、23歳でこの道に入り、現在26年目になります。

【支部からの応援メッセージ】
新鮮で美味しい魚が買える店として大評判です。ぜひ一度足をお運びください。

瀬戸内海の前獲れ、家島・坊勢や地元の新鮮な魚を地域の皆様に
兵庫西
支部
兵庫西
支部

支部長 北條 泰嗣
会員数 6,730名
支部長 北條 泰嗣
会員数 6,730名
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スロース株式会社「22世紀バナナ農園」（徳島市内）
ホームページ／https://22banana.com/

【オーナー】　喜多 真一［きた しんいち］さん（経営学部2011年卒）
未来へと繋がる持続可能な農業を目指したいという想いから名付けた22世紀バナナは、遺
伝子組換やゲノム編集ではなく、凍結解凍覚醒法により改良されたグロスミッチェル種という
甘みの強い品種で皮ごと食べられるのが大きな特徴。栽培期間中に農薬を使用しない分、手
間暇と愛情をたっぷりかけて大事に育てており初収穫は2021年春頃の予定です。
徳島のキレイな水、空気、土から生まれる奇跡の一本を楽しみにお待ちください♪

【支部からの応援メッセージ】
皮ごと食べられるって、そんなバナナ!!　楽しみにしてまーす（(▽(）

このバナナから、食の未来を見つめたい
徳島県
支部
徳島県
支部

支部長 林 和彦
会員数 1,408名
支部長 林 和彦
会員数 1,408名

BRUINS Basketball School
業種／スポーツ教室
開講場所／鳥取県米子市内の体育館を利用
開講時間／火・水・金 18：00～22：00
電話番号／0859-21-7771
フェイスブック／https://www.facebook.com/BruinsBBS

【オーナー】　生田 浩一［いくた こういち］さん（法学部1997年卒）
「もっとバスケがしたい」「もっと上手くなりたい」といった願いを叶えるお手
伝いをします。また、バスケットボールを通して礼儀をはじめ、人との協調性や関わり方などの社会性を育みます。

【支部からの応援メッセージ】
バスケットボール教室主催のほか、高校バスケットボールの外部コーチとして、また社会人クラブチームではご自身がプレーヤーと
して活躍されているとのお話も耳にします。

未経験者も大歓迎の
小中学生対象のバスケット教室を主宰

山陰
支部
山陰
支部

支部長 影野 貴彦
会員数 1,328名
支部長 影野 貴彦
会員数 1,328名

広島県支部は今年、創立30周年を迎えます。定例の5月第三日
曜日に開催します総会（下記）は、記念の総会になりますので多
くの皆様にお集まりいただきますようお願いします。
新型コロナウイルスの感染状況によってはさまざまな変更も
考えられますので、最新の情報を神戸学院大学同窓会のホー
ムページで随時ご確認ください。

【支部創立30周年記念総会】
日時：5月16日（日）
場所：平和記念公園内 広島国際会議場／広島市中区中島町1-5

今年、創立30周年を迎える広島県支部です
広島県
支部
広島県
支部

支部長 森 政雄
会員数 2,418名
支部長 森 政雄
会員数 2,418名

2020年度の山口県支部支部長、城 俊治でございます。支部長の任に就い
たもののこの1年間、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて会の
活動が全くできていません。とても歯がゆい思いでいっぱいです。
今後も感染状況の変化を注視しながら、知恵と工夫を重ね、できる限り交
流の場を多く設けたいと
思っています。
引き続きのご支援、ご協力を
どうぞよろしくお願いいたし
ます。

支部長からのメッセージ
山口県
支部
山口県
支部

支部長 城 俊治
会員数 988名
支部長 城 俊治
会員数 988名
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Bartender’s Café Vigorous.（バーテンダーズカフェヴィゴラス）
業種／カフェバー
住所／沖縄県那覇市牧志1-20-13　So牧志ビル2・3F
営業時間／15：00～26：00　定休日／日・月
電話番号／098-917-4987
フェイスブック／https://ja-jp.facebook.com/Bartenders-Cafe-Vigorous-194413453954321/

【オーナー】　大城 憲［おおしろ けん］さん（人文学部2001年卒）
2階は、心地よい雑踏感を楽しめるバースタイル。3階は「大人カワイイ」をコンセプトにしたソファラウンジスタイルです。自家製の
ピッツァ、生パスタ、シャルキュトリ等手作りにこだわり、鮮魚やお肉も取り揃えております。「価値のある事業とは感謝されること」と
考え、お客様からの「ありがとう」を直接感じとることができる仕事が飲食業と思いお店を始めました。

【支部からの応援メッセージ】
支部総会などイベント後の1次会、2次会でいつも利用させていただいております。

国際通りから徒歩約5分。モノレール美栄橋駅近の立地
沖縄県
支部
沖縄県
支部

支部長 新垣 純
会員数 102名
支部長 新垣 純
会員数 102名

パン工房「ロシナンテ」
業種／製パン業
住所／愛媛県松山市南高井町299-5
営業時間／6：30～15：00　定休日／月・火　電話番号／089-970-1990

【オーナー】　堀本 早苗［ほりもと さなえ］さん（経済学部1980年卒）
おいしいパンを作ることを通じて得られるお客様とのつながりを心の拠り所として、パン作りに励む日々です。ご来店いただくこと
が嬉しくて、気づけばお客様に自然とお声掛けしているようです。

【支部からの応援メッセージ】
工程の一つひとつに対して、心のこもった丁寧な仕事をするパン工房という評価が高く、愛媛県内と言わず県外からも「ロシナン
テ」のパンを求めて来てくださる方がいらっしゃるほど、確かなファンがついているようです。

おいしくて、心身ともに元気になるようなパンを作りを志して
愛媛県
支部
愛媛県
支部

支部長 新家 兼光
会員数 1,259名
支部長 新家 兼光
会員数 1,259名

とみけ薬局
業種／薬局業務
住所／香川県高松市桜町1丁目5-5
営業時間／月～木曜日9：30～19：00　金曜日9：30～18：00
　　　　   土曜日13：00～18：00
定休日／日・祝
電話番号／087-813-1856

【オーナー】　冨家 謙三［とみけ けんぞう］さん（薬学部1991年卒）
かかりつけ薬局を標榜して、不特定多数の医療機関からの処方せんを受け付ける「面分業」スタイルをとったことで、周囲からは不
思議がられました。門前薬局、ドラッグストア、病院と勤務するうち、自分なりの薬局を打ち立てたいと思い現在に至っています。

【支部からの応援メッセージ】
効率を追う風潮の中で、対極にある薬局です。来られる方一人ひとりに真摯に対応されており、そこに流れる和やかで温かな空気こ
そ、「かかりつけ薬局」そのものです。

生命の尊厳のもと、人を思いやり、慈しむ薬局でありたい
香川県
支部
香川県
支部

支部長 井内 正明
会員数 1,919名
支部長 井内 正明
会員数 1,919名

漢方薬局・漢方茶房「季然堂」
業種／漢方相談薬局・薬膳カフェ
住所／高知県高知市潮新町2-12-5　ノアビル1F
営業時間／薬局10～19時（土曜18時迄）・茶房10～16時　定休日／日・月
電話番号／088-821-8917　ホームページ／https://kizendo.net

【オーナー】　谷 季里子［たに きりこ］さん（薬学部1995年卒）
大学卒業後、病院薬剤師として勤務しながら「何かもっと夢中になれるものを」と探し続け、見つかったのが「漢方」でした。中医薬研
修塾で勉強しているうちに「せっかくなら自分らしく好きなようにできる薬局を」と思うようになり、関東の漢方薬局様で修業をさせ
ていただいた後、2016年にカフェ併設の漢方専門相談薬局をオープン。
ココロとカラダに関するさまざまなご相談を承っております。オンライン相談も可能です。

美容漢方、妊活（子宝）漢方を得意とします
高知県
支部
高知県
支部

支部長 堀尾 敦史
会員数 876名

支部長 堀尾 敦史
会員数 876名
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学校法人神戸学院は、2020年10月に初の事業会社を設立しました。
私立学校を取り巻く環境は少子化などにより厳しさが増しています。一方で、情報の高度化、グローバル化時代にふさわしい教
育・研究体制の維持・向上が求められています。その実現には、安定的な経営基盤の確立が必要です。学納金だけに頼らない収
入機会の確保や経費の外部流出防止とコスト適正化により財政基盤の強化を図りつつ、学生およびそのご家族・卒業生など法人
に関係する方 に々向けたサービスの向上を目指して事業を展開していきます。

神戸学院 INFORMATION －神戸学院大学からのお知らせ－

事業会社「株式会社神戸学院パートナーズ」設立

学校法人神戸学院は、2012年に創立100周年を迎えたことを機に「第1次中期行動計
画」を策定し、実行してきました。2018年度からはそれらの計画をさらに発展させる形で、新
たに「第2次中期行動計画」を策定し実行に移しています。
この度、5か年の中間年度にあたる2020年度を終え、計画の進捗を明らかにするため、第
2次中期行動計画進捗報告書を作成し、法人ホームページに公表することにいたしました
（掲載は6月頃を予定）。 
第1次および第2次中期行動計画については、以下の検索方法によりご確認いただけます

（QRコードからもアクセスできます）。

第2次中期行動計画（2018-2022）進捗報告書

高画質な写真でバーチャルにキャンパスの魅力的な場所を一巡りしていた
だける「キャンパスデジタル写真集」をホームページに公開しました。
「Dramat!c Campus（ドラマチックキャンパス）」をテーマに、ポートアイラ
ンドキャンパスと有瀬キャンパスの魅力的な写真を学生の目線で選び、最新の
システムで有機的に展開しています。
学生の「学びと経験」につながる施設と風景を癒しのサウンドを聴きながら

ご覧いただき、ゆったりと思い出に浸ってみてください。

キャンパスデジタル写真集を公開

このたび、本学における研究・教育の成果を社会に還元していく拠点（知の発信拠点）として、また、本学のブランド力の向上に
つなげていくことを目的として、「神戸学院大学出版会」を設立いたしました。
出版会の設立を記念して、専任教員と名誉教授を対象に「神戸学院大学出版会設立記念出版補助制度」を設けたところ、多く

の応募があり、選考の結果、8点の書籍が出版されることになりました。
今後、「神戸学院大学出版会」が本学の「知の発信拠点」として機能し、本学のブランド力の向上につながるよう、多くの成果が
生まれることを期待しています。
同窓会の皆様にも「神戸学院大学出版会」に注目していただければありがたく存じます。

神戸学院大学出版会の設立にあたって

学校法人神戸学院　中期行動計画 検索

2018-2022
学校法人 神戸学院

第2次中期行動計画 進捗報告書

https://www.kobegakuin.ac.jp/foundation/middle/

神戸学院大学　ドラマチックキャンパス 検索

https://www.kobegakuin.ac.jp/special/dramaticcampus/

●ポスト・コロナ時代のビジネスと会計　大野 俊雄著　●こんばんは夜勉です　水本 浩典・金 益見著　●要説　企業法　田中 裕明著　
●日本・ウクライナ交流史　1915-1937年　岡部 芳彦著　●『地蔵・長屋の歴史民俗学』～震災を超えてきた街・神戸長田から～　森栗 茂一著
●日本災害思想史　前林 清和著　●中国語における親族呼称研究文集　胡 士雲著　●行事食　Handbook　伊藤 裕美・小林 麻貴著
※全国の大型書店、ネット書店等でお求めいただけます。　※2021年1月17日以降順次発刊予定です。

出版予定書籍一覧
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自　2021年4月1日　　至　2022年3月31日

2021年度事業計画

１．総会・幹事会・支部連絡会の開催
（COVID-19の状況により慎重に判断します）

２．同窓会会報の発行　　　年1回「翠陵」の発行
３．支部活動の支援　支部が益々活発に活動できるよう支援に努めます
４．情報化推進　　　ホームページの充実及び改善を図ります
５．積立事業

⑴ 同窓会基本金準備金（計画総額、400,000,000円）
⑵ 奨学基金（計画総額、100,002,000円）
⑶ 同窓会文庫積立金（計画総額、3,800,000円）
⑷ 課外活動育成基金（計画総額、75,000,000円）
⑸ 記念事業積立金（計画総額、50,000,000円）
⑹ 広報文化活動積立金（計画総額、78,000,000円）
⑺ 同窓会災害時積立金（計画総額、74,000,000円）

６．援助事業
⑴ 災害等奨学金 ⑷ 課外活動への援助
⑵ 給付奨学金制度 　 ①課外活動奨励賞
⑶ 大学祭等への様々な支援 　 ②課外活動育成金

７．神戸学院大学同窓会準会員へのキャリア支援
本会の主たる財源となっている同窓会会費は大学入学時に予納金

として入学生全員から徴収され、卒業後に同窓会資金に組み込まれ
る仕組みになっています。それは同窓会会員が全て平等の所以でも
あり、活動の根源となっています。このような構図の中で、同窓会
の活動においても既存の学生支援とは別に本会組織を意識した現役
学生へのアピール及び支援が必要であり、以下の活動を実施します。
⑴ 各種フォーラムの開催
「社会人へのステップアップセミナー」を在学生が就職活動に入る時
期に大学と共催で開催しています。これからは現役学生の就職支援を
重要課題として、更に成果の上がる活動にするため、母校との連携を
深め、全国の支部及び地域企業のご協力をいただきながら準会員（学
生）がより参加しやすい、また相談しやすい、そして『学生達（準会
員）からも必要とされる同窓会』を目指します。

⑵ 卒業生が現役学生へ授業（講義）をする連携講座の開催　
2012年から同窓会連携講座としてKPCにて9月から1月までの15回の
講義（15名）を担当してきました。授業では、様々な業界で活躍され
ている卒業生が母校の教壇に立ち、後輩現役学生へ熱きメッセージを
贈っています。近年では「OB・OGキャリアデザイン塾」と改題し、
2016年度からはKACでも「産業界等連携講座」としてスタートしま
した。2021年度も現役学生に魅力ある講義を目指します。

⑶ ボランティア支援活動への協力
2016年度より学生ボランティア支援室の助言を受け、また
歩調を合わせながら学生達といっしょに出来るボランティア
を模索し、協力・支援を継続しています。

⑷ その他
今後も現役学生の支援を適時に企画推進することで、母校
の発展に寄与し、大規模同窓会として発展していくその礎
のために誠実に努力いたします。
Ex）課外活動団体の大会やイベントの応援の企画

８．同窓会会員（人材）の発掘

2019年度収支決算書 2019年4月1日から
2020年3月31日まで

特注のマスクを寄贈しました

会費収入

総会参加費収入
雑収入
受取利息収入

前受会費収入

大学預け金からの繰入収入
法科大学院貸与奨学金回収収入
資金収入調整勘定
国債償還差損益勘定
前年度繰越支払資金
合計

68,010,000

250,000
10,000

1,732,261

80,280,000

68,010,000
2,000,000

△ 68,010,000
△ 89,040

124,677,561
276,870,782

70,470,000

246,000
76,000

1,698,344

77,460,000

70,470,000
4,310,000

△ 70,470,000
△ 90,085

147,999,154
302,169,413

△ 2,460,000

4,000
△ 66,000
33,917

2,820,000

△ 2,460,000
△ 2,310,000
2,460,000

1,045
△ 23,321,593
△ 25,298,631

4,000
△ 66,000
33,917

△ 2,460,000
△ 2,310,000
2,460,000

1,045
△ 23,321,593
△ 25,298,631

科　目 補正後予算額 決算額 差　異

収入の部 （単位 円）

積立資産 （単位 円）

次年度繰越資金 （単位 円）

支出の部 （単位 円）

次年度繰越支払資金
合計

科　目 補正後予算額 決算額 差　異
103,540,782
276,870,782

147,449,905
302,169,413

△ 43,909,123
△ 25,298,631

同窓会基本金準備金への繰入支出
奨学基金への繰入支出
同窓会文庫積立金への繰入支出
課外活動育成基金への繰入支出
記念事業積立金への繰入支出
広報文化活動積立金への繰入支出
同窓会災害時積立金への繰入支出
小計

科　目 補正後予算額 決算額 差　異
5,000,000
5,000,000
400,000
3,000,000
5,000,000
5,000,000
3,000,000
26,400,000

5,000,000
5,000,000
400,000
3,000,000
5,000,000
5,000,000
3,000,000
26,400,000

0
0
0
0
0
0
0
0

広報費支出

事業活動費支出

通信費支出
消耗品費支出
会議費支出
総会費支出

旅費交通費支出

大学祭等補助金支出
課外活動奨励費支出
課外活動育成金支出
奨学金支出
支部活動援助金支出
支払手数料支出
その他雑費支出
大学預け金への繰入支出
〔予備費〕
小計

科　目 補正後予算額 決算額 差　異
15,000,000

9,000,000

500,000
500,000
800,000
1,200,000

12,000,000

1,500,000
1,000,000
1,700,000
5,000,000
14,000,000
450,000
1,000,000
80,280,000
3,000,000 

146,930,000

11,476,348

8,348,936

230,718
211,028
96,052
858,640

8,458,910

1,000,000
892,964
1,360,875
4,000,000
11,086,415
367,363
125,621

77,460,000
2,345,638

128,319,508

3,523,652

651,064

269,282
288,972
703,948
341,360

3,541,090

500,000
107,036
339,125
1,000,000
2,913,585
82,637
874,379
2,820,000
654,362

18,610,492

コロナ禍で厳しい学生生活を送る後輩たちの活動を応援しようと、2021年１月８日、ポートアイランド第1キャンパスＡ号館にて佐藤雅美学
長、角森正雄副学長ご臨席のもと、学生団体協議会副会長の金本実夕さん（経営学部3年次生）に同窓会の濱本聡副会長、今岡健一事業計画副
委員長より1,850枚のマスクを寄贈しました。
マスクは表面を制菌・抗菌加工したポリエステル（一部ポリウレタン）素材を使用した特注品です。口元にゆとりを持たせた形状で呼吸がし
やすく、息苦しさも軽減されます。神戸学院大学のロゴにも使われているカモメをデザインしたマークが入っています。三つのサイズで青、紺、
緑の３色があり、学生の課外活動やボランティア活動などに役立てていただきます。



2020年度同窓会活動について

事務局からのお知
らせ

　　　　　　
　　　　　Notice from the Secretariat

同窓会ホームページをご覧ください。
TEL：078-974-5485　 E-mail：info@kobegakuin.com　 URL：https://www.kobegakuin.com/

「翠陵」やホームページに掲載する内容をお待ちしています。　情報を同窓会事務局までお寄せください。

●母校を訪問したいときは、同窓会事務局まで事前にお問い合わせください。
●住所・氏名に変更があったときは、事務局までお知らせください。
●同窓生の住所・氏名などの個人情報は同窓会からの事務連絡にのみ使用させていただきます。
●2019年9月より同窓会事務局はポートアイランド第2キャンパス内に移転しています。
 T E L：078-974-5485（直通）　FAX：078-974-5904　E-mail：info@kobegakuin.com

●大学や同窓会を騙る不審な電話にご注意ください。
同窓会事務局

突然のコロナ禍により、2020年度は予定していた活動に大幅な変更・中止を余儀なくされました。
2021年度も状況を見て、参加者の安全確保を第一に検討してまいります。
1日も早く以前の同窓会活動が再開できるよう本部としても全力を尽くしてまいります。

SUIRYO
85

ISSN  1349-8274
h t tps : / /www.kobegaku in . com/
神戸学院大学同窓会報

今こそ繋がろう、未来へ繋げよう！
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退任のご挨拶
神戸学院大学同窓会 前会長（第5代） 木村 誠
就任のご挨拶
神戸学院大学同窓会 会長（第6代） 桑原 理哲
学長あいさつ
神戸学院大学 学長 佐藤 雅美
ボランティア活動支援室レポート　
コロナ禍における学生ボランティア
小説創作研究会うぐいす 活動紹介
こんにちは 神戸学院大学新聞会です
同窓生NOW！
有限会社アートライフ
代表取締役 岡田 神一さん（1987年・法学部卒）
コロナ禍での大学の取り組み 学生活動紹介
同窓生のお店紹介
若手起業家応援！
アスライフ＆パートナーズ株式会社
代表取締役 平野 良賢さん（2014年・法学部卒）
2020年度秋季グリーンフェスティバル開催
神戸学院大学吹奏楽部第44回定期演奏会開催
同窓会支部だより
神戸学院INFORMATION 
―神戸学院大学からのお知らせ―
2021年度事業計画
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